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10月 BF
BF ナイトを計画し、使用済切手の整理作業をしつつ親睦を図ろう。

前田文夫ファンド事業主任（姫路グローバル）

在籍者数 28名
第一例会 23名
メネット 6名
特別メネット 1名
第二例会 23名
特別メネット 1名
ゲ ス ト 1名
出席率 96.4％

切 手 520ｇ
現 金 0円
累計切手 2,655ｇ
累計現金 0円
Ｊ Ｗ Ｆ 0円
Ｅ Ｆ 15,000円
ＪWＦ累計 0円
ＦＦ累計 0円

第一例会 0円
第二例会 3,000円

累 計 47,000円

そ の 他 0円

累 計 0円

献 血 0cc
成 分 0名
累 計 0cc
成分累計 0名

第一例会 0円
第二例会 3,519円

累 計 135,801円

『求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれぱ、見つかる。門をたた
きなさい。そうすれば開かれる。だれでも、求めるものは受け、探すものは見つけ、門をた
たく者には開かれる。』 （マタイによる福音書 第７章７～８節）

新たなファンド事業を ! !
ファンド事業委員長 幡 南 進

入会して間もない私に、山田隆之会長から
今期のファンド委員長の依頼が来ました。

当時、まだ運営や仕組みも解らない状況でしたが勢いに任せ
て了解してしまいました。「出来るかな～～ ??」というのが本
心ではありましたが、なんとかやってみようと決意しお受けい
たしました。

今期山田隆之会長の主題「新たな展開を求めて」に沿って、
新人である私が、今までの見方を少し変えたようなファンド事
業が出来ないかどうか考えました。

第一には、毎年実施している固定のファンド事業を充実させ
る。特にメインファンド事業。ジャガイモファンドにつきまし
ては、例年よりも一つでも多くをとの意識を皆さんが持ってい
ただけたらな～と考えました。

第二に、大変ではありますが何か新しい中軸のファンドを考
えることができたらと思います。地方の特産物を含め、皆さん
に喜んでいただけるような物販を考えていきたいと思います。

第三に、クラブのメンバーと楽しく全員が交流できる中での
ファンドがあれば良いかなーとも思います。全員が参加したい
ような企画の中で、できたら最高ではないでしょうか。

何か一つでも二つでもファンド事業に貢献でき、クラブの為
になれたらという思いばかりが先走り10月になりましたが、本
当にクラブの皆さんには感謝いたします。ファンド事業一つひ
とつ、ジャガイモの一箱一箱が、クラブの皆さん方の協力のも
とになり立っているという事に気付かされました。

これから先幾つかのファンドを企画するにあたり、伝統の企
画の充実や、新規の企画も含めまして、少しでも目標に達成で
きるよう張り切っていく所存ですが、皆さんの協力の感謝を忘
れずに慎重に進めていきたいとも考えています。

新たなファンド事業の展開を含め、今後ともよろしくお願い
いたします。
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2007年９月９日（日）
於 ウエスティン都ホテル京都

2007年９月18日（火）
於 ウエスティン都ホテル京都

DARC の実践と
薬物依存症者の回復

菅原 樅一

NPO 法人京都ダルク理事・施設長加藤武士さんから、ご自
身の体験をもとに薬物依存症者についてお話をしていただきま
した。

誰にでも、ちょっとした偶然のキッカケから薬物依存症にな
る可能性がある。又、薬物依存症から抜け出すのは非常な苦し
みをともなうという事を知らされました。

加藤さんが苦しい状況の中から、回復の道を歩み始められた
のは、同じ思いで努力されている仲間と出会えたからだという
ことでした。そして回復への道をめざす人達の仲間の輪が広が
り各地でダルクとして地道に活動されていることを知りました。

私自身、薬物依存ではあ
りませんが、心の中に何か
に依存してしまうような弱
さを持っていて、そのよう
な弱さを克服したいと苦し
んでいます。そうだ同じよ
うに苦しんでいる仲間がい
れば一緒に頑張れるなと、
加藤さんから教えていただ
きました。

私はこれからキャピタル
クラブの活動も、「同じ仲
間なんだ、一緒にやってい
こう」という気持ちで参加
していこうと思います。

第12回京都部部会
ホスト 京都トップスワイズメンズクラブ

勝山廣一郎

例年にない、残暑厳しい京都、489名の参加者による部会が
開催されました。
第一部 式典

バナーセレモニー 部内18クラブの入場、新山兼司京都部部
長の開会宣言・開会点鐘、ワイズソングの斉唱、聖書朗読・開
会祈祷（京都 YMCA 主事 西岡義郎）、賛美歌の斉唱、部長
による開会の挨拶、今期部長主題「京都部555を目指してＹと
共に更なる飛躍を！」－元気・やる気・根気・本気－、をコン
セプトとし推し進める決意を力強く語られました。

続いて来賓・区役員の紹介、 来賓挨拶では神﨑清一京都
YMCA 総主事、来賓祝辞に京都府知事、京都市長（各々代理）
より開会を祝うお言葉をいただきました。

部長より部会員の紹介があり、新入会員の紹介、澤田賢司西
日本区 EMC 事業主任より会員増強拡大のアピールがあり、乙
坂優次部書記より評議報告があり、全員で YMCA の歌の斉唱、
新山部長の閉会の点鐘にて第一部式典の部が終了しました。

休憩の時間、"ドルチェ"（フルート・ピアノ）女性演奏家によ
るロビーコンサートがあり雰囲気を和ませていました。
第二部 懇親会 ～飲んで・食べて・おしゃべりして～

アンドレウィルソン率いるソウルグループ「TAIYOU」、男
性２名、女性２名の構成にて、ゴスペル音楽の数々を演奏、会
場内に響きわたり参加者も盛り上がりました。

宮尾勝己京都トップスワイズメンズクラブ会長より歓迎の挨
拶があり、山田誠京都 YMCA 主事より食前感謝、藤田寿男次
期京都部部長の乾杯、食事歓談、龍谷大学学友会体育局本部

「SPIRITS」（関西バトン・チア連盟所属）21名による演技の披
露がありました。つづいて、アトラクションをしてクラブ対抗

「クイズ合戦」、参加クラブ紹介があり、加藤信一京都部部会実
行委員長より謝辞がありました。

今大会で素晴らしい感動と出会いの場を与えていただきまし
たホストクラブの京都トップスクラブのメンバー・メネットの
方々に心より感謝を申し上げます。

7月･9月度お誕生日会
八木 未穂

９月22日、先斗町にある一品香で９月のお誕生日会が開催さ
れました。出席者は、菅原さん、神﨑さん、石倉さん、山田会
長、田中さん、柳さん、瀬本さん、山田（英）さん、村田さん、
八木夫婦。今回の主役は、７月生まれの神﨑総主事と９月生ま
れの菅原さん。特に、還暦を迎えられた菅原さんには、山田会長
より赤い帽子と赤い下着がプレゼントされました。ご病気療養
中の９月生まれの堀さんには、お花をご自宅に届けられたこと
が報告されました。

準備された眼鏡とトンガリ帽子を被って記念撮影をしたり、
菅原さんの60年を振り返ったりと、終始和やかだった誕生日会。

「なかなかお祝いしてもらうことも少なくなった中で、皆さん
に祝ってもらえて嬉しいです」と菅原さん。
「ワイズに入って27年。ワイズのおかげでいろんな経験が出

来て、いろんな人に出会えました」と神﨑さん。私も初めて出
席させていただきま
したが、とても素敵
な会でした。次も開
催されるということ
なのでぜひ皆さん集
まって下さい。

今後ともメネット
の一員としてお付き
合いの程、 よろしく
お願いいたします。

ワイズメンズクラブの活動は社会に光をもたらすものです。自らの活動を「世の光」として
積極的にアピールし、ワイズメンズクラブの認知度を高めましょう。 守田富男広報事業主任（八代）PR年間強調目標



まだ門を閉ざし、人の気配も無いリトセン。ワーク当日の朝

8
‥

00に、昼食のカレー作りのために続々と集まるキャピタル

のメンバー、メネット、コメット、その数総勢29名。早速にダ

ルマパーランメネットの指揮で準備が始まりました。メネット

さんに加えて、料理の心得のある石村さん、瀬本委員長、山田

（英）さんが厨房の中で大忙し。皆さんたまねぎとの格闘で大泣

き状態。手の空いたメンバーもジャガイモの皮むきなどに精を

出している間に、いよいよワークが始まりました。

カレー作りがメインで、ワークは少しだけと思っていたのに

当てが外れ、ロッジの内外のワークを任されました。結構大変

かなと思っていましたが、そこは手馴れたもの。柳棟梁を中心

に床の補修。K大コンビの菅原さんと金原さんが屋根上の清掃。

他のメンバーにて草刈と室内の清掃。どんどんと作業は進行し

ていきました。特に屋根上のコンビは大ハリキリ。皆が休憩し

ている間も黙々

と作業を続け、

遅 れて 休憩 に

来ると「あっ。

誘 うの 忘れ て

た」と全員大笑

い。 大盛 り上

がりでした。

カレー作りの方も、本格的なレシピのため時間までにできる

か心配していましたが、こちらもさすがに手馴れたもの。きっ

ちりと時間通りに完成。他のクラブの皆さんの「おいしかった

よ」の一言が、最高の労いの言葉でした。

午後は厨房の片付けをして終了。今回は急に引き受けたカレー

作りでしたが、皆が力を合わせたときのキャピタルはさすがに

すごいなあと改めて感心した一日でした。とりわけ事前にレシ

ピを考えていただき、材料をそろえていただいたダルマパーラ

ンメネットに感謝です。

＜参加者＞ 石倉 尚 石村吉宏 勝山廣一郎 金原弘明 菅

原樅一 香山章治 瀬本純夫 大門和彦 竹田博和 田中雅博

仁科保雄 村田深砂子 柳 慎司 山田隆之 山田英樹 山口

雅也 勝山憲子 竹田倫子 田中淳子 仁科節子 柳早知子

山田まゆみ 山田とも子 正子・ダルマパーラン 山口愛乃

山口遼子 山田奈未 山田智也 山田麟太郎
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田中 雅博

リトセン秋 の 準備 ワーク

私の休日

香山 章治

我が家の休日は、現在家族がバラバラ状態に陥っており

ます。

長女は現在高校に入りハンドボールに夢中のようです。本

当に練習しているのかなぁと思っていますが…。長男は中学

生で小学校の頃から続けているサッカーにこれまた夢中です。

２人とも朝練から始まり、日曜日は練習か試合といったとこ

ろで現在日焼けで真っ黒です。

残ったのは愛するヨメと私。私はヨメと２人で居るという

のはどうも落ち着かず、家にいるのも嫌なので何かとメンバー

を作ってはゴルフへ行こうとします。ヨメは「またゴルフに

いくの ! ! ! !」と口癖のようにブツブツ…、それをよそ目に

私は現在ゴルフに夢中です。

キャピタルメンバーからのお誘いで会員メンバーになって

からは月例競技に参加し、知らない人達と緊張しながらラウ

ンドするようになり、ゴルフ仲間も増え、自分自身は非常に

満足しており、これからも「楽しいゴルフ人生とワイズ人生」

をモットーに仲間を大事にやっていきたいと思います。

おっと、もちろんヨメも大事に…ですね。

ＰＰＫ
橋本 眞一

先日、最近話題のパワーヨガ「アンチエイジングセミナー」
に出席しました。アンチエイジングとは抗加齢とか若返りと
いうことで、今日特にブームになっているということでした。

その講座で「PPK」という言葉を耳にしました。いつまで
も健康でピンピンして、コロリと死ぬのが PPK（ピンピン
コロリ）で、これぞ医学の理想像だそうです。

これは老衰とは異なって、人間は死ぬ間際まで健康で身の
回りの事は自分で出来、愉快に談笑して食事も介助なしに美
味しく食べられる状態、それが死の直前まで続く事をいうの
だそうです。

そのコツはやはり自分自身の趣味等でストレス解消法を持
つことが一番だそうですが、それ以外の上手なストレス解消
法として、

その１は「笑いと泣き」。楽しいときは笑い、悲しいとき
は泣くと免疫力のアップに繋がり、がん、リュウマチ、糖尿
病等に効くそうです。

その２は「食べ物」。地元の採れたてや旬の食材が良いそ
うです。

その３は「軽い運動」。元気にあっちこっち飛び回るには
体力が要ります。

その４は「グチを言える人を二人作る」。一人では連絡が
取れないことも有るので「二人」だそうです。

ヨガはポーズと呼吸とイメージで心と体を自分で調整して
いき、リラックス効果も高いので、ストレスの多い現代社会
で自律神経の働きを整え、心身ともに安定をもたらすという
ことでした。

特にストレス解消法を持たない私は、頭ではヨガでも始め
ようかなぁ～と考えながら、家でゴロゴロして家内の邪魔を
し、怒られることの多い最近の休日です。

聖句の解説 求めると与えられるというが、必ずしも求め
たものがそのまま与えられるとは書かれていない。「求める
ものに良いものをくださるにちがいない」とある。

求めれば何かは与えられるのだ。また探したもの自体が見
つかるとも書かれていない。見つかるものは別なものかもし
れないのだ。しかし探せば何かが見つかるのである。門をた
たけば開かれる。しかし門を開けて見た世界が、自分が思い
描いた世界とは限らないのだ。しかし叩けば確かに門は開か
れるのである。

神様は確かに求めるものには何かを与えてくださる。与え
られたものが、求めたものと違っていた場合でも、神様はそ
れを必要なものとして与えてくださり、求めた以上のものが
与えられることを信じ、常に神に求め続けていきたいと思う。



９月に入り立秋とはいうものの、秋の気配があまり感じられ
ず、真夏のような暑さが続く日々ではありますが、そんななか、
９月６日正午よりキャピタルクラブのメネット懇親会が東山区
八坂通にある「THE GARDEN ORIENTAL KYOTO」にて
行われました。

東山の見えるとても景色の良い落ち着いた部屋で食事をさせ
て頂き、団欒のなか近況報告を含め、出席されたメネットがお
一人づつスピーチをする場がもたれました。

私は初めての参加だったので何を話していいのかわからず、
結局子供たちの話になってしまいました。口下手なので緊張し
てしまいましたが、お料理はとても美味しかったので、しっか
り食べさせて頂きました。食事の後に建物の説明や庭園などを
観賞し、楽しい一時を過ごさせていただきました。

参加されたメネットの皆様ありがとうございました。お疲れ
様でした。

出席者

‥

内廣嘉子、勝山憲子、竹田倫子、仁科節子、柳早知
子、山田とも子、山田まゆみ、正子・ダルマパーラン、山口弘
子、香山慶子

９月９日ウェスティン都ホテル京都にて表記の集いが持たれ
ました。

西日本区理事の神谷様よりご挨拶があり、メネット事業主任
林様より今期の事業方針・計画をお話なさいました。

70名からの参加クラブの紹介のあとは、おいしいケーキとコー
ヒーをいただきながら、井上泰信様のマンドリンスペシャルラ
イブもありました。初めて聞くマンドリンの音色は心を癒して
くれました。また、"涙そうそう" を皆さんで合唱しました。楽
しいメネットアワーでした。

参加メネット

‥

岡本、仁科、竹田、柳、山口、山田

９月１日ホテルグランデイア十勝幕別温泉で東日本区北海道
部会も兼ねて、記念例会が開会されました。

東日本区から71名（十勝クラブメン・メネット21名）と西日
本区12名の総勢83名の参加でした。ウエストクラブの森田ご夫
妻と鈴木メネット、当クラブの岡本夫妻と私は、京都を８月30
日に出発して、レンタカーで旭山動物園を回り、幕別に入りま
した。北海道は湿気も少なく涼しく快適に感じられました。

式典の合間にメネットさん手造りのケーキやさくら餅も出さ
れて、なごやかな雰囲気のうちに、岡本尚男さん講演の「十勝
が先取りしたもの」というメインの記念講演が始まりました。

30年前に京都パレスクラブから林育雄さんが北海道に移られ、
十勝クラブをチャータしてファンド事業として、じゃがいもを
販売された事が始まりで、紆余曲折があったものの今日まで継
続されているのであった。しかしその事業はクオリティをもっ
てやってほしいし、またメンバー増強については失敗してもや
らなければならない。と、十勝クラブをチャーターから今日ま
でを見つめてこられた岡本さんの熱い眼差しと、熱いメッセー
ジによって締めくくられました。

その後の懇親会は、焼肉ガーデンに移動してじゃがいも・と
うもろこし・お肉・魚と、おいしいワインで、多いに食べ飲ん
でみなさんと共に語り合いました。

今回十勝クラブの皆様にはいろいろ御配慮頂き有難う御座い
ました。広い大地・きれいな空・花・人々が温かいことなど、
思い出に残る楽しい４日間の旅でした。

メンバー

田中 雅博 10. 13 内廣 健 10. 19
メネット

岡本 都 10. 17 大門 洋子 10. 17
石倉 博子 10. 19

山口 雅也・重子 ご夫妻 10. 3
石倉 尚・博子 ご夫妻 10. 12
神﨑 清一・陽子 ご夫妻 10. 30

10月８日（月） ベテスダ祭り
10月14日（日） ジャガイモファンド・びわこ部会
10月19日（金）～22日（月） 釜山ベゼルクラブ来訪
11月３日（土） 国際協力街頭募金
11月11日（日） リトセンオータムフェスタ
11月18日（日） 京都クラブ60周年記念例会

＜報告事項＞

西日本区
2010年 国際大会が横浜にて開催されることが決定

京 都 部
次々期京都部長立候補の件 → 例会にてアピール
次期地域奉仕・環境事業主査輩出について → 正式要請有、
会長・次期会長にて検討
地域奉仕・環境事業委員会のテーマに「核兵器廃絶」を追
加 → 詳細内容を決定して欲しい旨要望する
京都クラブ60周年記念例会 11月18日（日）
びわこ部会 10月14日（日）
西日本区2000推進チームについて
EMC 増強の為、ピンズバッチの普及等協力を行う
サバエ月見カーニバルの開催 10月27・28日（土・日）
京都部広報事業懇親会 10月19日（金）

三 役
部会、記念例会の参加について
出欠表を作成し、積極的な参加アピールを重ねていく
合同例会の件 他クラブと調整中。日程が迫ってきている
為、早急に結論出す

＜各事業委員会報告＞
Ｙサ・ユース YMCA サービス例会 ３月８・９日検討
地 域 ・ 環 境 ふれあい 9／30、ベテスダ10／８
ド ラ イ バ ー 10月第一 EMC アワー、第二交流アワー
交 流 釜山ベゼルＣ10月19日～伏見界隈検討
フ ァ ン ド ジャガイモ 10月14日 集合６時
ブ リ テ ン 校正・発行許可ルールの確認 HP の件
Ｅ Ｍ Ｃ EMC アワー 澤田主任「西日本区に喝」
2 5 周 年 早い時期にメンバーの意見を集約したい

＜審議事項＞
リトセンワーク昼食補助金を返還する件

承認
返還方法に関しては連絡主事と相談の上、
再検討
Ｙサ一泊例会を例会とするかオプション
とするか 継続審議
ベテスダ機関誌をクラブにて購入するか

継続審議
DBC 東京クラブ訪問予定日が YY フォー
ラム・夜桜フェスタと重なっている件

日程変更にて調整
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メネット会に参加して
香山 慶子

京都部メネットアワー
山田まゆみ

十勝ワイズメンズクラブ
30周年記念例会

山口 弘子

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY ANNIVERSARY

10月・11月予定抄
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